
１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート ７コート ８コート ９コート 10コート
10:00 6MS-A-1 6MS-B-1 6MS-C-1 6MS-D-1 6MS-E-1 6WS-A-1 6WS-B-1 6WS-C-1 6WS-D-1 6WS-E-1

福田駿平 松本眞優⑤ 鴨志田快 藤森海斗⑤ 新井佑翼 浅野真央 屋代咲季 杉本夏鈴 瀨野ひばり 前野和実⑤

(神奈川) (栃木) (栃木) (茨城) (群馬) (栃木) (千葉) (群馬) (栃木) (茨城)
小澤直旺 伊藤一星 城戸友翔 金田凌也 坪井太志 橋村妃翔 伊東陽南 今村柊香 沼田妹子 矢島未結
(埼玉) (埼玉) (東京) (群馬) (栃木) (東京) (埼玉) (千葉) (埼玉) (埼玉)

10:30 6MS-A-2 6MS-B-2 6MS-C-2 6MS-D-2 6MS-E-2 6WS-A-2 6WS-B-2 6WS-C-2 6WS-D-2 6WS-E-2
藤城武之輔 臼井瑛飛 杉山煌河 正門昊汰 石塚柚羽 河村実里 草間愛実 長谷舞優 吉田絢香 越智絢香⑤

(東京) (神奈川) (山梨) (山梨) (千葉) (埼玉) (茨城) (神奈川) (東京) (山梨)
栄永康作 長岡ほくと 石若湊太 萩原駿希⑤ 石井太耀 鈴木彩乃 遠藤ひなの 皆川恵茉⑤ 加茂有結里 大澤悠里
(茨城) (茨城) (神奈川) (埼玉) (山梨) (茨城) (山梨) (東京) (山梨) (神奈川)

11:00 6MS-A-3 6MS-B-3 6MS-C-3 6MS-D-3 6MS-E-3 6WS-A-3 6WS-B-3 6WS-C-3 6WS-D-3 6WS-E-3
福田駿平 松本眞優⑤ 鴨志田快 藤森海斗⑤ 新井佑翼 浅野真央 屋代咲季 杉本夏鈴 瀨野ひばり 前野和実⑤

(神奈川) (栃木) (栃木) (茨城) (群馬) (栃木) (千葉) (群馬) (栃木) (茨城)
新村薩真 飯田快斗 大澤夏來 蒔苗大助 外村樟太 須藤夏希 樋口丹里 中沢莉子⑤ 齋藤花怜 関まなる
(千葉) (群馬) (千葉) (東京) (埼玉) (群馬) (神奈川) (栃木) (群馬) (千葉)

11:30 6MS-A-4 6MS-B-4 6MS-C-4 6MS-D-4 6MS-E-4 6WS-A-4 6WS-B-4 6WS-C-4 6WS-D-4 6WS-E-4
小澤直旺 伊藤一星 城戸友翔 金田凌也 坪井太志 橋村妃翔 伊東陽南 今村柊香 沼田妹子 矢島未結
(埼玉) (埼玉) (東京) (群馬) (栃木) (東京) (埼玉) (千葉) (埼玉) (埼玉)
藤城武之輔 臼井瑛飛 杉山煌河 正門昊汰 石塚柚羽 河村実里 草間愛実 長谷舞優 吉田絢香 越智絢香⑤

(東京) (神奈川) (山梨) (山梨) (千葉) (埼玉) (茨城) (神奈川) (東京) (山梨)

12:00 6MS-A-5 6MS-B-5 6MS-C-5 6MS-D-5 6MS-E-5 6WS-A-5 6WS-B-5 6WS-C-5 6WS-D-5 6WS-E-5
栄永康作 長岡ほくと 石若湊太 萩原駿希⑤ 石井太耀 鈴木彩乃 遠藤ひなの 皆川恵茉⑤ 加茂有結里 大澤悠里
(茨城) (茨城) (神奈川) (埼玉) (山梨) (茨城) (山梨) (東京) (山梨) (神奈川)
新村薩真 飯田快斗 大澤夏來 蒔苗大助 外村樟太 須藤夏希 樋口丹里 中沢莉子⑤ 齋藤花怜 関まなる
(千葉) (群馬) (千葉) (東京) (埼玉) (群馬) (神奈川) (栃木) (群馬) (千葉)

13:15 6MS-A-6 6MS-B-6 6MS-C-6 6MS-D-6 6MS-E-6 6WS-A-6 6WS-B-6 6WS-C-6 6WS-D-6 6WS-E-6
福田駿平 松本眞優⑤ 鴨志田快 藤森海斗⑤ 新井佑翼 浅野真央 屋代咲季 杉本夏鈴 瀨野ひばり 前野和実⑤

(神奈川) (栃木) (栃木) (茨城) (群馬) (栃木) (千葉) (群馬) (栃木) (茨城)
藤城武之輔 臼井瑛飛 杉山煌河 正門昊汰 石塚柚羽 河村実里 草間愛実 長谷舞優 吉田絢香 越智絢香⑤

(東京) (神奈川) (山梨) (山梨) (千葉) (埼玉) (茨城) (神奈川) (東京) (山梨)

13:45 6MS-A-7 6MS-B-7 6MS-C-7 6MS-D-7 6MS-E-7 6WS-A-7 6WS-B-7 6WS-C-7 6WS-D-7 6WS-E-7
小澤直旺 伊藤一星 城戸友翔 金田凌也 坪井太志 橋村妃翔 伊東陽南 今村柊香 沼田妹子 矢島未結
(埼玉) (埼玉) (東京) (群馬) (栃木) (東京) (埼玉) (千葉) (埼玉) (埼玉)
栄永康作 長岡ほくと 石若湊太 萩原駿希⑤ 石井太耀 鈴木彩乃 遠藤ひなの 皆川恵茉⑤ 加茂有結里 大澤悠里
(茨城) (茨城) (神奈川) (埼玉) (山梨) (茨城) (山梨) (東京) (山梨) (神奈川)

14:15 6MS-A-8 6MS-B-8 6MS-C-8 6MS-D-8 6MS-E-8 6WS-A-8 6WS-B-8 6WS-C-8 6WS-D-8 6WS-E-8
藤城武之輔 臼井瑛飛 杉山煌河 正門昊汰 石塚柚羽 河村実里 草間愛実 長谷舞優 吉田絢香 越智絢香⑤

(東京) (神奈川) (山梨) (山梨) (千葉) (埼玉) (茨城) (神奈川) (東京) (山梨)
新村薩真 飯田快斗 大澤夏來 蒔苗大助 外村樟太 須藤夏希 樋口丹里 中沢莉子⑤ 齋藤花怜 関まなる
(千葉) (群馬) (千葉) (東京) (埼玉) (群馬) (神奈川) (栃木) (群馬) (千葉)

14:45 6MS-A-9 6MS-B-9 6MS-C-9 6MS-D-9 6MS-E-9 6WS-A-9 6WS-B-9 6WS-C-9 6WS-D-9 6WS-E-9
福田駿平 松本眞優⑤ 鴨志田快 藤森海斗⑤ 新井佑翼 浅野真央 屋代咲季 杉本夏鈴 瀨野ひばり 前野和実⑤

(神奈川) (栃木) (栃木) (茨城) (群馬) (栃木) (千葉) (群馬) (栃木) (茨城)
栄永康作 長岡ほくと 石若湊太 萩原駿希⑤ 石井太耀 鈴木彩乃 遠藤ひなの 皆川恵茉⑤ 加茂有結里 大澤悠里
(茨城) (茨城) (神奈川) (埼玉) (山梨) (茨城) (山梨) (東京) (山梨) (神奈川)

15:15 6MS-A-10 6MS-B-10 6MS-C-10 6MS-D-10 6MS-E-10 6WS-A-10 6WS-B-10 6WS-C-10 6WS-D-10 6WS-E-10
小澤直旺 伊藤一星 城戸友翔 金田凌也 坪井太志 橋村妃翔 伊東陽南 今村柊香 沼田妹子 矢島未結
(埼玉) (埼玉) (東京) (群馬) (栃木) (東京) (埼玉) (千葉) (埼玉) (埼玉)
新村薩真 飯田快斗 大澤夏來 蒔苗大助 外村樟太 須藤夏希 樋口丹里 中沢莉子⑤ 齋藤花怜 関まなる
(千葉) (群馬) (千葉) (東京) (埼玉) (群馬) (神奈川) (栃木) (群馬) (千葉)
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